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インフレへの備えとしてのリアル・
アセットへの投資機会

要旨

不動産証券、インフラ株、コモディティ、天然資源株などのリアル・アセットへの投資は、
インフレ・リスクに対する効果的な備えとなる可能性があります。

インフレは長期化する可能性

消費者物価の上昇を背景に、インフレ環
境下で優れたパフォーマンスを発揮する
資産クラスへの需要が高まっており、上
場リアル・アセットはインフレへの耐性
が強い特性を有しています。

リアル・アセットの魅力的な特性

リアル・アセットを組み合わせることに
より、　魅力的なインフレ感応度や分散
効果に加え、リスク調整後リターンの向
上が期待でき、且つ歴史的に見て単独の
各リアル・アセットより低いボラティリ
ティを実現できます。

今がリアル・アセットへの
投資の最適なタイミング

リアル・アセットは現在、株式と比較し、
魅力的な水準で取引されています。この
ことは、足元における広範に及ぶインフ
レの高進と相まって、リアル・アセット
の魅力的な投資機会に対する認識を高
めています。 

リアル・アセット ｜ グローバル機関投資家向け
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インフレへの備えとしてのリアル・アセットへの投資機会

インフレは長期化する可能性
米国のインフレ率は40年ぶりの高水準に達し、物価の高騰は一時的なものではないこ
とが証明されつつあります。現在の景気サイクルは、過去の景気サイクルと異なり、新
たな要因によってインフレが長引き、リアル・アセットにとって有利な環境が長期化す
ることが予想されます。

前回の景気サイクルでは、世界金融危機を経て、民間部門のデレバレッジに起因するグ
ローバルなデフレ圧力と総需要不足のなか、緩やかな経済回復が観測され、経済協力
開発機構（OECD）のコア・インフレ率は、2010 年から2020年までの年平均で1.8％
に留まりました。

対照的に、新型コロナウイルスのパンデミック以降の急速な経済回復は、インフレ圧力
（賃金・物価上昇圧力）と、民間部門の旺盛な需要に追いつかない総供給力によって特
徴づけられ、この需給双方への圧力がインフレ率を押し上げています（図1）。また、ロ
シア・ウクライナ戦争が長引くほど、供給の途絶が長引く可能性が高まるため、インフ
レ率は前回の景気サイクルの平均を大きく上回る水準で推移するものと思われます。

足元の旺盛な需要と供給不足は持続的なインフレを示唆しており、このような環境下、
インフレ連動条項等が契約に組み込まれているケースが多く、商品価格上昇の恩恵を
直接受け得るリアル・アセットは魅力的な投資対象となると見ています。投資家の皆様
は、投資目標、財務状況、リスク許容度などについて専門家に十分ご相談のうえ、投
資判断をすることが重要です。

OECD消費者物価
(前年比変化率%) 
1970年1月～2022年3月
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過去の実績は、将来の成果を保証するものではありません。また、上図に示されたの過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動向の開始時期を
正確に予測することはできません。コア・インフレ率は、物価の変動が激しい品目を除いたインフレ率のことで、長期的なインフレ率を知るためには、短期的な物価変動
や一過性の物価変動を取り除く必要があるため用いられます。コア・インフレ率は消費者物価指数（CPI）を用いて計算されることが多いですが、エネルギーや食品といっ
た一時的な価格変動がある品目は除外されています。総合インフレ率は、特定の物価水準の長期的なトレンドを反映していますが、価格変動の激しい品目は除外されてい
ます。その他の開示事項については文末脚注をご覧ください。

2022 年 3月31日現在。 出所：リフィニティブ・データストリーム、コーヘン & スティアーズ。
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過去の実績は、将来の成果を保証するものではありません。インフレ率は、アメリカ合衆国労働統計局が発表する都市部の全消費者向け消費者物価指数の前年比として測
定されます。インフレ率の上昇は、12ヵ月間のインフレ率の前年同期比のプラスの増加として測定されます。予想外のインフレ期は、前年度の実現インフレ率と1 年遅れ
の予想インフレ率の正の差として測定されます。

ミシガン大学による1 年先までのインフレ期待調査によるものです。リアル・アセット・ブレンドは、実際のポートフォリオを代表するものではなく、例示のみを目的とし
たものです。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。
指数定義および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

2022 年 3月31日時点。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィニティブ・データストリーム、コーヘン&スティアーズ。

長期的なインフレ・リスクに備えたポートフォリオ構築

上場リアル・アセットは、インフレ対策に有効な投資対象になり得ると考えます。

コーヘン＆スティアーズでは、上場リアル・アセットを、不動産証券、インフラ株、コモ
ディティ、天然資源株の4つのコア資産クラスと定義しています。リアル・アセットの魅
力の一つには、歴史的に見て市場予想を上回るインフレ環境下で高いパフォーマンス
を発揮してきたことにあります。つまり、株式や債券のインフレ感応度が緩やか、ある
いはマイナスであるのとは対照的に、リアル・アセットはインフレ率の上昇期や予想外
のインフレ期にアウトパフォームする傾向があります（図2）。

リアル・アセットの資産価格と収益は、契約に組み込まれたインフレ連動条項を通じて
直接的に、あるいは間接的にインフレと連動する傾向があります。このリアル・アセッ
トのインフレと連動する特性は、歴史的にインフレ率が予想を上回って上昇した時に、
際立ったリターンをもたらしてきました。したがって、リアル・アセットへの投資は将来
の購買力を維持するのに役立ち、予期せぬインフレ環境下で株式および債券による魅
力的なリターンの創出が困難な時期の不冴えなパフォーマンスを相殺する一助となる可
能性があります。

インフレ率の上昇期と予想外のインフレ期におけるリアル・アセットの年平均リターン
1991年6月～2022年3月

図 2
インフレ環境下では、リアル・アセットが歴史的にアウトパフォーム
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インフレへの備えとしてのリアル・アセットへの投資機会

3 つの潜在的に魅力的な特性

リアル・アセットとは、経済が機能し、生産性を維持するために依存する
構造物や原材料を指します。私たちが生活し、働き、買い物をする場所や、
電力・水の供給、交通や通信を可能にするインフラ、食糧やエネルギーな
ど社会を支える基本的な天然資源も含まれます。上場市場で取引される
上場リアル・アセットは、グローバルな投資機会にアクセスできる利便性を、
流動性という付加的なメリットとともに提供します。

不動産証券、インフラ株、コモディティ、天然資源株などのリアル・アセッ
トに分散投資することで、主に以下の 3つの観点からポートフォリオを強
化することができます。

インフレ感応度

リアル・アセットの資産価格と収益は、契約に組み込まれたインフレ連動
条項を通じて直接的に、あるいは間接的にインフレと連動する傾向があ
ります。このリアル・アセットのインフレと連動する特性により、歴史的
に見ても、インフレ率が予想を上回った場合に高いリターンをもたらして
きました（インフレ率が低い場合には相対的にアンダーパフォーマンスと
なる）。例えば、足元のインフレを加速させる要因の一つである消費者需
要の高まりは、コモディティ、天然資源株、不動産証券およびインフラ株
などの、パンデミック初期にパフォーマンスに打撃を受けた資産クラスに
とって追い風となっています。

リアル・アセットを組み合わせてポートフォリオを構築することは、将来の
購買力の維持に役立ち、予期せぬインフレ環境下で株式および債券によ
る魅力的なリターンの創出が困難な時期の不冴えなパフォーマンスを相殺
する一助となる可能性があります。リアル・アセットが有するインフレ抵
抗力は、短期的には物価が上昇する際に、長期的にはインフレ率が継続し
て予想を上回る場合に、ポートフォリオに恩恵をもたらし得ると見ていま
す。

潜在的な分散効果

ポートフォリオ分散の目的は、ある資産が下落する時に、別の資産が上昇
するよう、各市場環境下で平均以上および以下のリターンを提供する傾向
がある資産クラスを保有することです。このような収益の非同期性は、多
様な環境下で良好なパフォーマンスを発揮するようなポートフォリオを構
築することを可能にします。リアル・アセットは、明らかに株式や債券と
は異なる特有の景気感応度を持っているため、潜在的に分散効果を発揮
し得ると考えます。

1. インフレに対するポジティブな感応度により、インフレ加速による潜在
的な損失の軽減に寄与する。

2. 明確なパフォーマンス寄与要因の違いにより、リアル・アセットのカテ
ゴリー間において、また株式や債券に対しても低い相関関係を持つ特
徴から、分散効果が得られる可能性。

3. 歴史的に魅力的なリスク調整後リターンを提供していることから、市場
サイクルの全期間を通じて魅力的なリターンが期待できる。

リアル・アセットの魅力的な特性

リアル・アセットのインフレ連動特性

不動産証券

◦　不動産価格は、人件費、土地取得コス
トや資材コストの上昇を含め、全体的
な物価ともに上昇する傾向。

◦　不動産会社は通常、営業利益率が高く、
人件費が相対的に安い。

◦　商業用不動産のリース契約の中には、
インフレに連動した明確な賃料エスカ
レーター条項を設けているものがある。

◦　賃貸借期間の短いセクターは、比較的
早期にリフレの恩恵を受けることができ
る。

インフラ株

◦　キャッシュフローや資産価値は、インフ
レと直接的または間接的に連動するこ
とがある。

◦　例えば、規制対象の公益事業では、一
般的に利用者料金を決定する際にイン
フレを織り込み、公益事業の料金ベー
スに影響を与える可能性のある事業コ
ストに含められる。

◦　港湾においては、契約料金には通常、
インフレ率が一定水準を超えた場合の
エスカレ―ター条項が組み込まれる。

コモディティ

◦　穀物、家畜、貴金属などのコモディ
ティは、インフレ指標の直接の材料
となることが多い。

◦　商品価格は、供給制約や世界的な需
要の変化などの経済的圧力に反応す
る傾向がある。

天然資源株

◦　食料、エネルギー、金属などの主要
資源に対する需要は相対的に非弾力的

（価格の上昇や下落に左右されない）
であるため、資源生産者は労働力や商
品などの投入コストの上昇を消費者に
転嫁できるのが一般的。

◦　その結果、原材料の価格はより大きな
インフレ圧力とともに上昇する傾向が
あり、生産企業のキャッシュフローを増
加させ、利益率を拡大させる可能性が
ある。
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魅力的なリスク調整後リターン

リアル・アセットは、歴史的に景気サイクルの全期間にわたり強固なリターンを創出して
おり、成長性を犠牲にすることなく、ポートフォリオのリスク調整後リターンを向上させ
る可能性があります。過去30年間にわたり、1つのポートフォリオの中で複数のリアル・
アセットを組み合わせたリアル・アセット・ブレンドは、グローバル株式に匹敵するパフォー
マンスを発揮してきましたが、一方でボラティリティは低く抑えられています（図 4）。

独特な経済要因によって資産価格と収益が左右されるリアル・アセットの利点は、グロー
バル株式市場に対する感度を示すリアル・アセットの「ベータ値」で見ることができま
す（図3）。ベータ値が1以上であれば、その資産クラスは（分析対象期間において）グロー
バル株式市場よりもボラティリティが高いことを示します。ベータ値が 1 未満である場
合、その資産クラスはグローバル株式市場とは異なる、あるいは同市場よりもボラティ
リティが低いことを示します。この場合、リアル・アセットの低いベータ値は、ポートフォ
リオのボラティリティを下げるのに役立つ可能性があり、リスク調整後リターンを向上
させることができると考えています。

2022 年 3月31日現在。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィニティブ・データストリーム、コーヘン & スティアーズ。

2022 年 3月31日現在。 出所：バークレイズ、ブルームバーグ、ダウ・ジョーンズ、FTSE、S&P、リフィニティブ・データストリーム、コーヘン & スティアーズ。

リアル・アセット・
ブレンド

コモディティ インフラ株 不動産証券 天然資源株

0.65

0.42

0.70

0.96 1.01

グローバル株式に対するベータ
1991年6月～2022年3月

図 3
低いベータ値は、大きな分散効果を
得られる可能性を示唆
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図 4
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過去の実績は、将来の成果を保証するものではありません。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資
家が同様の実績を享受する保証はありません。また、上図に示されたの過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動向の開始時期を正確に予測
することはできません。ベータは、標準的な市場指数と比較した場合の投資の相対的な変動性を測定します。市場指数は常に1.00に等しくなります。ベータが高い / 低い、
1.00より大きい / 小さいということは、市場指数よりボラティリティが高い / 低いことを示します。指数定義および追加の開示事項については文末脚注をご覧ください。

過去の実績は、将来の成果を保証するものではありません。リターンは、年率換算した複合リターンを反映しています。リスクは、月次リターンの年率換算した標準偏差を
反映しています。標準偏差は、ヒストリカル・ボラティリティとしても知られており、一連のデータの平均からの乖離を示す指標で、投資家が予想されるボラティリティ量
の尺度として利用しています。シャープ・レシオは、リスク調整後リターンを示す指標で、リターンから無リスク金利を差し引き、その結果を標準偏差で割ることにより計
算されます。シャープ・レシオが高いほど、リスク調整後リターンが高いことを表します。当資料の記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等
の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。指数定義および追加の開示事項については、文末脚注をご覧ください。
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インフレへの備えとしてのリアル・アセットへの投資機会

潜在的な分散効果 期待リターン インフレ感応度 リアル・アセット・ブレンド

分散の可能性 期待リターン インフレ感応度 特徴 ポートフォリオの
潜在的なメリット

グローバル不動産証券
•

•

•

•

•
•

•
•

   

  インフレ率を上回る配当成長率

•  トータル・リターン
•  インカム創出

コモディティ
  一般的に、経済活動の活発化する時期に
良好なパフォーマンスを発揮

 

  一般的に需給と連動

•  低い株式相関
•インフレ感応度

天然資源株
一般的に、景気サイクルに先行
コモディティとのリード/ラグ  

•  トータル・リターン
•インフレ感応度

グローバル・インフラ株
  一般的に独占的で規制された構造  

  
ディフェンシブ性が高い

•  トータル・リターン
•安定したキャッシュ
フロー

短期債券と金
   ディフェンシブ性が高い

  歴史的に、地政学的・金融的に不安定な時期
にも価値を維持

 
•ボラティリティの低減
•インフレ感応度
•  インカム創出

低い　 高い

図5
リアル・アセットの特性とポートフォリオの目標とのマッチング　

歴史的に、ほとんどの経済成長期で強固な
パフォーマンスを発揮

2022年 3月31日現在。 コーヘン & スティアーズの分析および予想に基づきます。
当資料で記述された市場予測が実現することを保証するものではありません。また、見解や意見は当資料発表日現在のものであり、予告なく変更されることがあります。
特定のセクターについての言及は、特定のセクターの証券の購入や保有を推奨したり勧誘したりするものではなく、投資アドバイスとして依拠するものではありません。上
図の定性的基準は、1991 年 6 月以降の実現済みヒストリカルデータとコーヘン & スティアーズの予想に基づき、当資料で取り上げるリアル・アセットのカテゴリー全体
の相対的な強みを示しています。

リアル・アセット・ブレンドへの投資による利点

リアル・アセットの分散投資は、インフレ感応度の向上、分散投資の強化、リスク・リター
ンの改善など、リアル・アセットへの配分における共通の目標を達成するための効果的
な方法であると同時に、投資家が個々の資産クラスへの個別配分で経験し得る変動幅を
抑制する可能性が期待できます（図 5）。

相対的に魅力的なバリュエーション

分散型ポートフォリオにおけるリアル・アセットへの配分は、インフレに対する耐性、ポートフォ
リオの分散効果および景気サイクルの全期間を通じての歴史的に魅力的なリターンの獲得
という観点から、ほとんどの経済体制において理にかなうものであると考えます。

加えて、同資産クラスを語るうえでは、相対的バリュエーションの魅力度も言及に値しま
す。2010 年代は、前例のない予期せぬディスインフレ（物価上昇率は低下傾向にあるが、
物価自体は上昇）が繰り返され、株式市場が右肩上がりに上昇した一方で、リアル・アセッ
トのパフォーマンスは不冴えでした。その結果、2021 年以降の堅調なパフォーマンス
にもかかわらず、リアル・アセットのバリュエーションは、株式に対して依然として歴史
的に魅力的な水準にあります（図 6）。

今がリアル・アセットへの投資の最適なタイミング
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足元のマクロ環境はリアル・アセットに有利に働く可能性

リアル・アセットの足元における魅力的な相対バリュエーションは、同
資産クラスの回復が今後も続く可能性を示す要素の一つに過ぎないと
考えています。以下に挙げる観点からも、リアル・アセットは長期的に
優れたパフォーマンスを発揮する可能性があることがいえます。

◦　商品生産における供給側の制約は当面持続すると予想しており、
労働市場、製品および商品市場における供給不足は引き続きイン
フレ動向に影響を与えると見る。

◦　公的支出の増加とグローバリズムの停滞が相まって、今後10 年
間はインフレ率の上昇が続き、株式や債券のリターンに影響を与
える可能性があると予想。

◦　中央銀行は、高インフレに対抗するために金融引き締めを開始し
ている一方で、急速な引き締めは経済成長を鈍化させるリスクが
ある。経済成長率が予想を下回り、インフレ率が予想を上回る「ス
タグフレーション」期には、一般的にリアル・アセットが株式や
債券をアウトパフォームする傾向がある。

株式に対して過去 20 年間で最も割安な水準で取引されているリアル・
アセットへの配分は、高インフレの経済環境下、高いインフレ感応度、
分散効果および魅力的なリスク調整後リターンによってポートフォリオ
に恩恵をもたらすと考えます。

2022 年3月31日現在。 出所：ブルームバーグ、S&P、Xpressfeed、コーヘン & スティアーズ。
過去の実績は、将来の成果を保証するものではありません。バリュエーション・スコアは、様々な指標のコンポジットを使用しています。グローバル株式 / インフラ株 / 天
然資源株：キャッシュフロー株価比率、配当利回り、純資産株価比率、不動産証券：FFO（ファンズ・フロム・オペレーション）価格比率、配当利回り、純資産株価比率、
コモディティ：加重実質スポット価格。不動産証券、インフラ株および天然資源株は、S&P グローバル Xpressfeed のデータベースから構築された各株式ユニバースに
関するコーヘン & スティアーズ独自のデータに基づきます。グローバル株式は、データストリーム・ワールド指数を使用しています。コモディティはブルームバーグ・コモ
ディティ指数を使用しています。当資料の記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する
保証はありません。また、上図に示された過去の動向が将来繰り返される保証はなく、その動向の開始時期を正確に予測することはできません。指数定義および追加の
開示事項については、文末脚注をご覧ください。

2022年初頭のロシアによるウクライナ侵攻により、エ
ネルギー、 農産物、金属などほぼすべてのセクターが戦
争に起因する供給懸念から価格が急騰し、コモディティに
スポットライトが当たっています。戦争が収束に向かえば、
コモディティ価格は落ち着く方向に向かうと予想する一方
で、多くの商品の価格を数年来の高値に押し上げ た昨
今のマクロ経済の状況は、長期にわたって持続する可能
性があると弊社は考えています。

長期におよぶ景気回復継続の可能性は、コモディティ消
費を後押しすると見ています。

ほとんどの商品の在庫状況は、パンデミック発生前の時
点で数年来の低水準にあり、経済活動が正常化に向かう
足元の環境下においては生産者は急増する需要に対応す
るため奔走しています。

近年、供給側への投資の不足は、生産量の増加に時間
がかかることを意味しています。また、多くのセクター（特
に金属）を悩ませた新型コロナウイルスに関連する生産
問題やサプライチェーンの混乱も未だに解決には至って
いません。

困難な10年を経て、弊社は以下の3つの主要な要因に
よって、コモディティが持続的かつ広範に上昇する可能性
があると見ています。

◦強い追い風となるマクロ経済的背景
◦過去10年で最も強い需給ファンダメンタルズ
◦インフレ感応度を含む魅力的な特性により、投機的な

資金流入を獲得できる可能性 

コモディティ価格の回復が続く可能性
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指数定義／重要な開示事項

投資家は当資料に記載された指数に直接投資することはできません。指数の実績は手数料や諸経費等を控除したものではありません。ボラティリティやその他の特性が
特定の投資とは異なるため、指数の比較には制約があります。

リアル・アセット・ブレンド : 不動産証券 27.5%、コモディティ27.5%、インフラ株15%、天然資源株15%、短期債券10%、金 5%。不動産証券：1989 年12月31日までは、
データストリーム先進国不動産指数、それ以降は、FTSE EPRA Nareit 先進国指数。データストリーム先進国不動産指数は、先進国の不動産企業を代表するもので、リフィ
ニティブ・データストリームにより集計されています。FTSE EPRA Nareit 先進国指数は、収益の半分以上が不動産関連の活動から生じている多くの先進国企業により
構成され、運用されていない時価総額加重トータル・リターン指数です。コモディティ：ブルームバーグ・コモディティ・トータル・リターン指数は、経済的意義と市場の流
動性に重点を置いた現物コモディティの上場先物を通じてコモディティ市場を追跡する広く分散された指数です。インフラ株 ：2002年12月31日までは、データストリー
ム・ワールド・ガス・水・マルチユーティリティ、データストリーム・ワールド・パイプライン、データストリーム・ワールド・鉄道を 50/30/20 の比率で組み合わせた指数、
それ以降は、ダウ・ジョーンズ・ブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャー指数。データストリーム・ワールド指数シリーズは、それぞれのセクター（ワール
ド・ガス・水・マルチユーティリティ、素材、石油・ガス、パイプライン）における企業のグローバル指数であり、リフィニティブ・データストリームにより集計されています。
ダウ・ジョーンズ・ブルックフィールド・グローバル・インフラストラクチャー指数は、キャッシュフローの 70% 以上がインフラ事業から生じている世界中の企業のパフォー
マンスを計測する浮動株調整時価総額加重指数です。天然資源株：2002 年12 月31日までは、データストリーム・ワールド・石油・ガスおよびデータストリーム・ワールド・
基本素材を 50/50 の比率で組み合わせた指数、それ以降は、S&P グローバル天然資源指数。S&P グローバル天然資源指数は、天然資源およびコモディティ業務に従
事し、特定の投資可能要件を満たす上位 90社の上場企業を含み、アグリビジネス、エネルギー、金属・鉱業の主要 3 コモディティ関連セクターにわたり分散され、流動
性が高く、投資可能な株式エクスポージャーを投資家に提供します。金：金の1トロイオンス当たりスポット価格。グローバル株式：MSCI ワールド指数は、先進 24カ国
で売買されている幅広い株式で構成される時価総額加重指数です。米国債券：ブルームバーグ米国総合債券指数は、米ドル建て投資適格課税債券市場を計測する広範囲
にわたる指数です。短期債券：1975 年12 月31日までは、ICE BofA 米国公社債指数、それ以降は、ICE BofA1-3 年米国社債指数。

当資料中の過去のデータは、将来のいかなる成果を保証するものではありません。当資料に記載された情報は、コーヘン＆スティアーズが運用等を行うファンド等の実績
を反映しておらず、投資家が同様の実績を享受する保証はありません。当資料に提示された過去の動向が将来繰り返されることを保証するものではなく、その動向の開
始時期を正確に予測することはできません。当資料に記載された市場予測が実現する保証はありません。当資料中に記載されている見通しや見解は作成時のものであり、
通知することなく変更することがあります。当資料は特定時点における市場環境を評価したものであり、投資助言として依拠するべきではなく、証券の売買またはその他
の投資を推奨するものではなく、いかなる投資のパフォーマンスを予測もしくは示唆するものではありません。当資料は受託者として提供するものではなく、いかなる投
資方針もしくは投資戦略の推奨またはいかなる投資家の特定の目的もしくは状況の考慮を意図したものではありません。当資料中の情報は正確であると考えていますが、
完全な情報であると表明するものではなく、投資の妥当性を判断する際の唯一の拠り所とするべきではありません。コーヘン＆スティアーズは投資、税務または法務に関
する助言を提供するものではありません。投資前に自己の個別の状況に関して投資、税務または法務の専門家にご相談ください。

当資料は、情報提供を目的としたものであり、作成時のコーヘン＆スティアーズ社の見解を反映しており、信頼できると考えられる情報源を元に作成しております。当資料
中の記載内容及びデータの正確性を保証するものではありません。当資料中に記載されている見通しや見解はその実現性を保証するものではありません。当資料は投資
の助言を目的としたものではなく、コーヘン＆スティアーズ社や関連会社などにより提供される金融商品やサービスの営業用資料において、いかなる成果を保証するもの
ではありません。
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